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1.  平成22年3月期第1四半期の連結業績（平成21年4月1日～平成21年6月30日） 

 

(2) 連結財政状態 

  

(1) 連結経営成績（累計） （％表示は対前年同四半期増減率）

売上高 営業利益 経常利益 四半期純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％

22年3月期第1四半期 5,156 △5.8 233 22.8 256 60.3 246 ―
21年3月期第1四半期 5,474 ― 190 ― 159 ― △61 ―

1株当たり四半期純利益
潜在株式調整後1株当たり四半期

純利益
円 銭 円 銭

22年3月期第1四半期 24.75 ―
21年3月期第1四半期 △6.19 ―

総資産 純資産 自己資本比率 1株当たり純資産
百万円 百万円 ％ 円 銭

22年3月期第1四半期 26,910 11,400 42.4 1,143.57
21年3月期 26,407 11,001 41.7 1,103.58

（参考） 自己資本   22年3月期第1四半期  11,399百万円 21年3月期  11,001百万円

2.  配当の状況 

（注）配当予想の当四半期における修正の有無  無  
 

1株当たり配当金
（基準日） 第1四半期末 第2四半期末 第3四半期末 期末 年間

円 銭 円 銭 円 銭 円 銭 円 銭

21年3月期 ― 9.00 ― 3.00 12.00
22年3月期 ―
22年3月期 

（予想）
3.00 ― 3.00 6.00

3.  平成22年3月期の連結業績予想（平成21年4月1日～平成22年3月31日） 
（％表示は通期は対前期、第2四半期連結累計期間は対前年同四半期増減率）

（注）連結業績予想数値の当四半期における修正の有無  無   

売上高 営業利益 経常利益 当期純利益
1株当たり当期

純利益
百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 百万円 ％ 円 銭

第2四半期 
連結累計期間

10,000 88.0 150 ― 70 ― 40 ― 4.01

通期 22,800 98.8 360 ― 180 ― 100 ― 10.02
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4.  その他 
(1) 期中における重要な子会社の異動（連結範囲の変更を伴う特定子会社の異動）  無  

(2) 簡便な会計処理及び四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理の適用  無  

(3) 四半期連結財務諸表作成に係る会計処理の原則・手続、表示方法等の変更（四半期連結財務諸表作成のための基本となる重
要な事項等の変更に記載されるもの） 

(4) 発行済株式数（普通株式） 

※業績予想の適切な利用に関する説明、その他特記事項 
本資料に記載されている業績見通し等の将来に関する記述は、当社が現在入手している情報および合理的であると判断する一定の前提に基づいており、
実際の業績等は様々な要因により大きく異なる可能性があります。業績予想の前提となる条件および業績予想のご利用にあたっての注意事項等について
は、３ページ【定性的情報・財務諸表等】「３．連結業績予想に関する定性的情報」をご覧ください。 

新規 ―社 （社名 ） 除外 ―社 （社名 ）

① 会計基準等の改正に伴う変更 無
② ①以外の変更 無

① 期末発行済株式数（自己株式を含む） 22年3月期第1四半期 10,331,546株 21年3月期  10,331,546株
② 期末自己株式数 22年3月期第1四半期  363,195株 21年3月期  363,135株
③ 期中平均株式数（四半期連結累計期間） 22年3月期第1四半期  9,968,402株 21年3月期第1四半期  9,970,519株
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5.【四半期連結財務諸表】 
(1)【四半期連結貸借対照表】 

（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

資産の部   

流動資産   

現金及び預金 3,179,500 2,831,371

受取手形及び売掛金（純額） 3,126,539 3,231,282

商品及び製品 8,099,862 7,894,044

仕掛品 2,052,091 1,896,192

原材料及び貯蔵品 414,270 546,145

繰延税金資産 21,323 22,400

その他 156,164 255,734

流動資産合計 17,049,752 16,677,171

固定資産   

有形固定資産   

土地 5,050,807 5,047,351

その他（純額） 1,876,382 1,884,071

有形固定資産合計 6,927,190 6,931,423

無形固定資産   

のれん 157,154 165,105

その他 945,430 961,928

無形固定資産合計 1,102,584 1,127,033

投資その他の資産 1,830,699 1,672,128

固定資産合計 9,860,474 9,730,586

資産合計 26,910,227 26,407,757

負債の部   

流動負債   

支払手形及び買掛金 898,787 1,005,672

短期借入金 9,920,000 9,529,000

未払法人税等 62,527 56,831

賞与引当金 90,687 106,000

その他 1,680,135 1,723,067

流動負債合計 12,652,138 12,420,571

固定負債   

社債 848,000 848,000

長期借入金 1,496,597 1,689,502

繰延税金負債 112,480 54,184

役員退職慰労引当金 390,025 384,700

その他 10,933 9,284

固定負債合計 2,858,035 2,985,670

負債合計 15,510,174 15,406,242
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（単位：千円）

当第１四半期連結会計期間末
(平成21年６月30日) 

前連結会計年度末に係る 
要約連結貸借対照表 
(平成21年３月31日) 

純資産の部   

株主資本   

資本金 3,013,529 3,013,529

資本剰余金 2,944,369 2,944,369

利益剰余金 5,376,278 5,159,392

自己株式 △206,281 △206,261

株主資本合計 11,127,895 10,911,029

評価・換算差額等   

その他有価証券評価差額金 175,953 91,146

為替換算調整勘定 95,729 △1,138

評価・換算差額等合計 271,682 90,008

少数株主持分 474 477

純資産合計 11,400,052 11,001,515

負債純資産合計 26,910,227 26,407,757
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(2)【四半期連結損益計算書】 
【第１四半期連結累計期間】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

売上高 5,474,963 5,156,947

売上原価 4,122,787 3,662,021

売上総利益 1,352,175 1,494,925

販売費及び一般管理費 1,162,087 1,261,495

営業利益 190,088 233,430

営業外収益   

受取利息 3,935 2,575

受取配当金 12,958 12,778

不動産賃貸料 8,088 5,044

為替差益 － 38,530

その他 8,890 8,354

営業外収益合計 33,872 67,283

営業外費用   

支払利息 44,489 40,496

為替差損 13,698 －

その他 5,943 3,950

営業外費用合計 64,131 44,447

経常利益 159,829 256,266

特別利益   

賞与引当金戻入額 － 53,312

貸倒引当金戻入額 1,327 4

その他 14 5

特別利益合計 1,342 53,322

特別損失   

投資有価証券評価損 114,278 9,721

たな卸資産評価損 41,126 －

その他 157 6

特別損失合計 155,561 9,727

税金等調整前四半期純利益 5,610 299,861

法人税、住民税及び事業税 12,671 51,810

法人税等調整額 54,714 1,256

法人税等合計 67,386 53,067

少数株主損失（△） － △3

四半期純利益又は四半期純損失（△） △61,775 246,797
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】 

（単位：千円）

前第１四半期連結累計期間 
(自 平成20年４月１日 
 至 平成20年６月30日) 

当第１四半期連結累計期間 
(自 平成21年４月１日 
 至 平成21年６月30日) 

営業活動によるキャッシュ・フロー   

税金等調整前四半期純利益 5,610 299,861

減価償却費 66,662 85,794

のれん償却額 544 7,950

貸倒引当金の増減額（△は減少） △1,320 3,027

役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） 577 5,325

投資有価証券評価損益（△は益） 114,278 9,721

投資有価証券売却損益（△は益） － 6

受取利息及び受取配当金 △16,893 △15,353

支払利息 44,489 40,496

売上債権の増減額（△は増加） 592,001 106,241

たな卸資産の増減額（△は増加） △169,730 △203,272

仕入債務の増減額（△は減少） 83,430 △116,630

未収消費税等の増減額（△は増加） － 115,709

その他 248,666 △30,534

小計 968,316 308,343

利息及び配当金の受取額 16,893 15,353

利息の支払額 △41,119 △39,727

法人税等の支払額 △4,025 △46,114

営業活動によるキャッシュ・フロー 940,065 237,854

投資活動によるキャッシュ・フロー   

有価証券の取得による支出 △4,551 △3,929

有価証券の売却による収入 50 21

有形固定資産の取得による支出 △22,919 △28,763

有形固定資産の売却による収入 － 134

無形固定資産の取得による支出 － △2,759

貸付けによる支出 － △10,000

貸付金の回収による収入 － 200

連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による
支出

△88,366 －

その他 △59,389 △10,040

投資活動によるキャッシュ・フロー △175,176 △55,137

財務活動によるキャッシュ・フロー   

短期借入金の純増減額（△は減少） △119,000 391,000

長期借入金の返済による支出 △231,797 △232,904

自己株式の取得による支出 △34 △19

配当金の支払額 △85,514 △28,802

その他 － △473

財務活動によるキャッシュ・フロー △436,345 128,800

現金及び現金同等物に係る換算差額 △47,283 36,612

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） 281,259 348,129

現金及び現金同等物の期首残高 1,206,575 2,331,371

現金及び現金同等物の四半期末残高 1,487,835 2,679,500
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